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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｆｅを０．０１～１．２質量％、Ｍｇを０．１～１．０質量％、及びＳｉを０．１～１
．０質量％含有し、残部がＡｌと不可避的不純物からなる合金組成を有するアルミニウム
合金線であって、結晶粒径が１～３０μｍであり、かつ該アルミニウム合金中のＭｇ２Ｓ
ｉ針状析出物の分散密度が１０～２００個／μｍ２であるアルミニウム合金線。
【請求項２】
　さらにＣｕを０．０１～０．５質量％含有してなる請求項１に記載のアルミニウム合金
線。
【請求項３】
　Ｔｉ及びＢの少なくとも１つを合計で０．００１～０．０３質量％含有してなる請求項
１又は２に記載のアルミニウム合金線。
【請求項４】
　溶解、鋳造、熱間加工、第１伸線加工、第１熱処理、第２伸線加工、第２熱処理、及び
時効熱処理の各工程をこの順で含む請求項１～３のいずれか１項に記載のアルミニウム合
金線の製造方法であって、
　前記第２熱処理が連続通電熱処理によって行う溶体化熱処理であり、その条件が下記式
の関係を満たすアルミニウム合金線の製造方法。
　　０．０３≦ｘ≦０．７３、かつ
　　２２ｘ－０．４＋５００≦ｙ≦１８ｘ－０．４＋５６０
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（式中、ｘは焼鈍時間（秒）、ｙは線材温度（℃）を示す。左辺と右辺のｘは同値である
。）
【請求項５】
　溶解、鋳造、熱間加工、第１伸線加工、第１熱処理、第２伸線加工、第２熱処理、及び
時効熱処理の各工程をこの順で含む請求項１～３のいずれか１項に記載のアルミニウム合
金線の製造方法であって、
　前記第２熱処理が連続走間熱処理によって行う溶体化熱処理であり、その条件が下記式
の関係を満たすアルミニウム合金線の製造方法。
　　１．５≦ｘ≦５、かつ
　　－８．５ｘ＋６１２≦ｚ≦－８．５ｘ＋６６７
（式中、ｘは焼鈍時間（秒）、ｚは焼鈍炉温度（℃）を示す。左辺と右辺のｘは同値であ
る。）
【請求項６】
　前記時効熱処理の処理温度が１４０～２２０℃である請求項４又は５に記載のアルミニ
ウム合金線の製造方法。
【請求項７】
　前記第２伸線加工の加工度が３～６である請求項４～６のいずれか１項に記載のアルミ
ニウム合金線の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気配線体の導体として用いられるアルミニウム合金線およびその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車、電車、航空機等の移動体の電気配線体として、ワイヤーハーネスと呼ば
れる銅又は銅合金製の導体を含む電線に銅又は銅合金（例えば、黄銅）製の端子（コネク
タ）を装着した部材が用いられていた。一方、近年の移動体に求められる軽量化に応える
手段の中で、電気配線体の導体として、銅又は銅合金に替えて、より軽量なアルミニウム
又はアルミニウム合金を用いる検討が進められている。
【０００３】
　アルミニウムの比重は銅の約１／３、アルミニウムの導電率は銅の約２／３（純銅を１
００％ＩＡＣＳの基準とした場合、純アルミニウムは約６６％ＩＡＣＳ）であり、純アル
ミニウムの導体線材に純銅の導体線材と同じ電流を流すためには、純アルミニウムの導体
線材の断面積を純銅の導体線材の約１．５倍にする必要があるが、それでも質量では銅に
比べて約半分となるので、有利な点がある。
　なお、上記の％ＩＡＣＳとは、万国標準軟銅（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｎｎｅ
ａｌｅｄ　Ｃｏｐｐｅｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）の抵抗率１．７２４１×１０－８Ωｍを１
００％ＩＡＣＳとした場合の導電率を表したものである。
【０００４】
　そのアルミニウムを移動体の電気配線体の導体として用いるためには幾つかの課題があ
る。
　その１つは耐屈曲疲労特性の向上である。ドアなどに取り付けられたワイヤーハーネス
ではドアの開閉により繰り返し曲げ応力を受けるためである。アルミニウムなどの金属材
料は、ドアの開閉のように荷重を加えたり除いたりを繰り返し行うと、一回の負荷では破
断しないような低い荷重でも、ある繰り返し回数で破断を生じる（疲労破壊）。前記アル
ミニウム導体が開閉部に用いられたとき、耐屈曲疲労特性が悪いと、その使用中に導体が
破断することが懸念され、耐久性、信頼性に欠ける。一般に強度の高い材料ほど耐屈曲疲
労特性は良好と言われている。そこで、強度の高いアルミニウム線材を適用すればよいと
考えられるが、その一方で、強度の高い加工材では伸びが不足し、車体への取付け作業が
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しにくくなる。このために、一般的には伸びが確保できる鈍し材（焼鈍材）が使われてい
ることが多い。
【０００５】
　もう１つの課題は引張強度の向上である。電線と端子の接続部における圧着部の引張強
度を保ち、さらに、車体への取付け作業時に不意に負荷される荷重に耐えられるようにす
るためである。銅導体からアルミニウム導体への置き換えは、先述した通り断面積を大き
くするため耐負荷荷重［Ｎ］は上昇する傾向にあるが、それでも純アルミニウム導体では
銅導体より耐負荷荷重［Ｎ］が低く、置き換えが難しい。そこで、アルミニウム導体の単
位面積当たりの負荷荷重（引張強度［ＭＰａ］）を向上させた新しい線材が求められてい
る。
【０００６】
　よって、移動体の電気配線体に使用されるアルミニウム導体には、電気を多く流すため
に必要となる導電率に加えて、引張強度、耐屈曲疲労特性の優れた材料が求められている
。
【０００７】
　このような要求のある用途に対して、送電線用アルミニウム合金線材（ＪＩＳ１０６０
やＪＩＳ１０７０）を代表とする純アルミニウム系では、ドアなどの開閉で生じる繰り返
し曲げ応力に十分耐えることはできない。また、種々の添加元素を加えて合金化した材料
は引張強度には優れるものの、アルミニウム中への添加元素の固溶現象により導電率の低
下を招くこと、アルミニウム中に過剰な金属間化合物を形成することで伸線加工中に金属
間化合物に起因する断線が生じることがあった。そのため、添加元素を限定、選択して断
線しないことを必須とし、導電率低下を防ぎ、強度及び耐屈曲疲労特性を向上する必要が
あった。
【０００８】
　移動体の電気配線体に用いられるアルミニウム導体として代表的なものに特許文献１に
記載のものがある。これは細いアルミニウム合金素線を複数本撚り合わせてなる電線導体
を用いて必要な引張強度、破断伸び、耐衝撃性等を実現するものである。
　しかしながら、特許文献１に記載されたアルミニウム導体は、結晶粒径が大きいために
耐屈曲疲労特性を満足するものではなく、更なる改善が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００８－１１２６２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、十分な導電率と引張強度を有し、耐屈曲疲労特性に優れたアルミニウム合金
線を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは種々検討を重ね、特定の成分組成とすることと、および、溶体化熱処理や
時効熱処理などの製造条件を制御することにより、結晶粒径及びＭｇ２Ｓｉ針状析出物を
制御して、優れた耐屈曲疲労特性、引張強度、及び導電率を具備するアルミニウム合金線
を製造しうることを見い出し、この知見に基づき本発明を完成するに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明によれば、以下の手段が提供される。
（１）Ｆｅを０．０１～１．２質量％、Ｍｇを０．１～１．０質量％、及びＳｉを０．１
～１．０質量％含有し、残部がＡｌと不可避的不純物からなる合金組成を有するアルミニ
ウム合金線であって、結晶粒径が１～３０μｍであり、かつ該アルミニウム合金中のＭｇ

２Ｓｉ針状析出物の分散密度が１０～２００個／μｍ２であるアルミニウム合金線。
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（２）さらにＣｕを０．０１～０．５質量％含有してなる（１）に記載のアルミニウム合
金線。
（３）Ｔｉ及びＢの少なくとも１つを合計で０．００１～０．０３質量％含有してなる（
１）又は（２）に記載のアルミニウム合金線。
（４）溶解、鋳造、熱間加工、第１伸線加工、第１熱処理、第２伸線加工、第２熱処理、
及び時効熱処理の各工程をこの順で含む（１）～（３）のいずれか１項に記載のアルミニ
ウム合金線の製造方法であって、
　前記第２熱処理が連続通電熱処理によって行う溶体化熱処理であり、その条件が下記式
の関係を満たすアルミニウム合金線の製造方法。
　　０．０３≦ｘ≦０．７３、かつ
　　２２ｘ－０．４＋５００≦ｙ≦１８ｘ－０．４＋５６０
（式中、ｘは焼鈍時間（秒）、ｙは線材温度（℃）を示す。左辺と右辺のｘは同値である
。）
（５）溶解、鋳造、熱間加工、第１伸線加工、第１熱処理、第２伸線加工、第２熱処理、
及び時効熱処理の各工程をこの順で含む（１）～（３）のいずれか１項に記載のアルミニ
ウム合金線の製造方法であって、
　前記第２熱処理が連続走間熱処理によって行う溶体化熱処理であり、その条件が下記式
の関係を満たすアルミニウム合金線の製造方法。
　　１．５≦ｘ≦５、かつ
　　－８．５ｘ＋６１２≦ｚ≦－８．５ｘ＋６６７
（式中、ｘは焼鈍時間（秒）、ｚは焼鈍炉温度（℃）を示す。左辺と右辺のｘは同値であ
る。）
（６）前記時効熱処理の処理温度が１４０～２２０℃である（４）又は（５）に記載のア
ルミニウム合金線の製造方法。
（７）前記第２伸線加工の加工度が３～６である（４）～（６）のいずれか１項に記載の
アルミニウム合金線の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のアルミニウム合金線は、耐屈曲疲労特性、引張強度、及び導電率に優れ、移動
体に搭載されるバッテリーケーブル、ハーネスあるいはモータ用導線として有用である。
また非常に高い耐屈曲疲労特性が求められるドアやトランク、ボンネットなどにも好適に
用いることができる。
　本発明のアルミニウム合金線の製造方法は、前記アルミニウム合金線を製造する方法と
して好適である。
【００１４】
　本発明の上記及び他の特徴及び利点は、適宜添付の図面を参照して、下記の記載からよ
り明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施例で行った繰り返し破断回数を測定する試験の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明のアルミニウム合金線（以下、アルミニウム線材もしくはアルミニウム合金導体
ともいう）は、アルミニウム合金母材の結晶粒径、該アルミニウム合金中のＭｇ２Ｓｉ針
状析出物を以下のように規定することにより、優れた耐屈曲疲労特性、引張強度、及び導
電率を具備したものとすることができる。
【００１７】
　本発明のアルミニウム合金線は、その母材のアルミニウム合金の結晶粒径が１～３０μ
ｍである。ここで、結晶粒径とは、アルミニウム線材の伸線方向に垂直な断面における結
晶粒径をいう。粗大すぎる結晶粒組織を形成すると変形挙動が不均一となり、引張強度、
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伸び、そして、耐屈曲疲労特性が著しく低下する。結晶粒径の下限には特に制限はないが
、加工材と区別するため１μｍ以上が好ましい。結晶粒径は、好ましくは１～２０μｍで
ある。
　なお、本発明における「結晶粒径」は光学顕微鏡により観察して交差法により粒径測定
を行った平均粒径であり、５０～１００個の結晶粒の平均値とする。
【００１８】
　本発明では、アルミニウム合金中に生成するＭｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度を、１０
～２００個／μｍ２とする。Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物とは、アルミニウム合金中に溶け切れ
なかった添加元素のＭｇ及びＳｉが集合して生成された化合物である。均一な結晶から母
結晶とは異なる結晶が生ずることを析出と呼ぶため、その化合物のことを析出物と呼ぶ。
針状とはその析出物の形状を表しており、長さ４０～５００ｎｍ、好ましくは４０～４０
０ｎｍ、最大の横幅（厚み）１～２０ｎｍの細長い形状をした析出物をいう。アルミニウ
ム合金中にＭｇ２Ｓｉ針状析出物を析出させることによって、耐屈曲疲労特性及び引張強
度を向上させること、並びに、導電率の低下を防ぐことができる。Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物
の分散密度が低すぎる場合は、これらの効果が不十分であり、高すぎる場合は、析出過剰
による伸びの低下、又は伸線加工中に断線するなどの恐れがある。また、時効熱処理条件
にもよるが、同一時効熱処理条件の場合には、Ｍｇ及びＳｉの添加量が多い場合には、Ｍ
ｇ２Ｓｉ針状析出物は多くなる傾向があるが、固溶したＭｇ及びＳｉも多くなるため、導
電率を低下させる。Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物は、導電率の観点からは少ない方がよく、高強
度・高耐屈曲の観点からは多い方がよい。以上を踏まえると、Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分
散密度は、好ましくは２５～１５０個／μｍ２であり、更に好ましくは４０～１２５個／
μｍ２である。
【００１９】
（合金組成と性状）
　本発明の好ましい第１の実施態様の成分構成は、Ａｌに、Ｆｅを０．０１～１．２質量
％と、Ｍｇを０．１～１．０質量％と、Ｓｉを０．１～１．０質量％とを含有する。さら
に不可避不純物を含んでいてもよい。
【００２０】
　本実施態様において、Ｆｅの含有量を０．０１～１．２質量％とする。Ｆｅは主にＡｌ
－Ｆｅ系の金属間化合物を形成することによる様々な効果を利用するため添加する。Ｆｅ
はアルミニウム中には６５５℃において０．０５質量％しか固溶せず、室温では更に少な
い。残りはＡｌ－Ｆｅ、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｆｅ－Ｓｉ－Ｍｇなどの金属間化合物
として晶出又は析出する。この晶出物又は析出物は結晶粒の微細化材として働くと共に、
引張強度、及び耐屈曲疲労特性を向上させる。一方、Ｆｅの固溶によっても引張強度が上
昇する。Ｆｅの含有量が少なすぎるとこれらの効果が不十分であり、多すぎると晶出物の
粗大化により伸線加工性が悪く、目的の耐屈曲疲労特性が得られない。また導電率も低下
する。Ｆｅの含有量は好ましくは０．１５～０．９質量％、更に好ましくは０．１５～０
．４５質量％である。
【００２１】
　本実施態様において、Ｍｇの含有量を０．１～１．０質量％とする。Ｍｇはアルミニウ
ム母材中に固溶して強化すると共に、その一部はＳｉと析出物を形成して引張強度、耐屈
曲疲労特性、及び耐熱性を向上させることができる。Ｍｇの含有量が少なすぎると上記の
作用効果が不十分であり、多すぎると導電率を低下させる。Ｍｇの含有量は、高強度を重
視すれば好ましくは０．５～１．０質量％であり、導電率を重視すれば好ましくは０．１
～０．５質量％、更に好ましくは０．３～０．５質量％である。なお、導電率を更に低く
することが許容されれば含有量の上限は１．０質量％に限ったものではない。
【００２２】
　本実施態様において、Ｓｉの含有量を０．１～１．０質量％とする。上記したようにＳ
ｉはＭｇと化合物を形成して引張強度、耐屈曲疲労特性、及び耐熱性を向上させる働きを
示すためである。Ｓｉの含有量が少なすぎると効果が不十分であり、多すぎると導電率が
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低下する。Ｓｉの含有量は、高強度を重視すれば好ましくは０．５～１．０質量％であり
、導電率を重視すれば好ましくは０．１～０．５質量％、更に好ましくは０．３～０．５
質量％である。なお、導電率を更に低くすることが許容されれば含有量の上限は１．０質
量％に限ったものではない。
【００２３】
　本発明のＡｌ合金組成において、本発明の好ましい第２の実施態様は、第１の実施態様
の合金成分中のＡｌの一部を置き換えてＣｕ０．０１～０．５質量％を更に含有させる。
【００２４】
　この実施態様において、Ｃｕの含有量を０．０１～０．５質量％とすることによって、
Ｃｕをアルミニウム母材中に固溶させ強化することができる。これにより、耐クリープ性
、耐屈曲疲労特性、耐熱性の向上に寄与する。Ｃｕの含有量が少なすぎると効果が不十分
であり、多すぎると耐食性及び導電率の低下を招く。Ｃｕの含有量は、高強度を重視すれ
ば好ましくは０．２５～０．５質量％であり、導電率を重視すれば好ましくは０．０１～
０．２５質量％である。また、導電率を更に低くすることが許容されれば含有量の上限は
０．５質量％に限ったものではない。
　なお、その他の成分組成とその作用に関しては、第１の実施態様と同様である。
【００２５】
　本発明のＡｌ合金組成において、本発明の好ましい第３の実施態様は、第１の実施態様
又は第２の実施態様の合金成分中のＡｌの一部を置き換えて、Ｔｉ及びＢの少なくとも１
つを合計で０．００１～０．０３質量％含有させる。
【００２６】
　本実施態様において、Ｔｉ及びＢの少なくとも１つを合計で０．００１～０．０３質量
％含有させる。Ｔｉ又はＢは鋳造時の結晶粒微細化材として働き、引張強度及び耐屈曲疲
労特性を向上させることができる。Ｔｉ又はＢの含有量が少なすぎる場合はその効果を十
分に発揮することができず、結晶粒が粗大化する。一方で、Ｔｉ又はＢの含有量が多すぎ
る場合は導電率の低下を招く。Ｔｉ又はＢの含有量は、結晶粒微細化の効果を期待するな
らば好ましくは０．０１５～０．０３質量％であり、導電率をあまり低下させたくないな
らば好ましくは０．００１～０．０１５質量％である。
　なお、その他の成分組成とその作用に関しては、第１又は第２の実施態様と同様である
。
【００２７】
　上述の不可避不純物は製造工程上含まれる含有レベルである。不可避不純物は導電率を
若干低下させる要因にはなるが、製造工程上含まれるものであるため、導電率の低下を加
味して考えておく必要がある。不可避不純物は、Ｓｉは０．２０質量％以下、Ｆｅは０．
２５質量％以下、Ｍｇは０．０３質量％以下、Ｃｕは０．０４質量％以下、Ｍｎは０．０
３質量％以下、Ｚｎは０．０４質量％以下、Ｖは０．０５質量％以下、Ｔｉは０．０３質
量％以下であり、その他の元素に関しては０．０３質量％以下を不可避不純物とした。な
お、一般的に電気用アルミニウム合金に使用されるＪＩＳ規格合金番号１０７０の材料を
参照して不可避不純物の含有量を決定した。
【００２８】
　このような結晶粒やＭｇ２Ｓｉ針状析出物を有するアルミニウム合金線は、合金組成や
溶体化熱処理条件、時効熱処理の条件などを組み合わせて制御することにより実現できる
。好ましい製造方法を以下に述べる。
【００２９】
（本発明のアルミニウム合金線の製造方法）
　本発明のアルミニウム合金線は、［１］溶解、［２］鋳造、［３］熱間加工（溝ロール
加工など）、［４］第１伸線加工、［５］第１熱処理（中間焼鈍）、［６］第２伸線加工
、［７］第２熱処理、［８］時効熱処理の各工程を経て製造することができる。以下に、
この工程について説明する。
【００３０】
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［１］溶解
　溶解は、上述したアルミニウム合金組成のそれぞれの実施態様の濃度となるような分量
で溶製する。
【００３１】
［２］鋳造、［３］熱間加工（溝ロール加工など）
　次いで、鋳造輪とベルトを組み合わせたプロペルチ式の連続鋳造圧延機を用いて、溶湯
を水冷した鋳型で鋳造し、連続して圧延を行い、好ましくは直径８～１３ｍｍφの適宜の
太さの棒材、例えば、約１０ｍｍφの棒材とする。このときの鋳造冷却速度はＦｅ系晶出
物の粗大化の防止とＦｅの強制固溶による導電率低下の防止の上から、好ましくは１～２
０℃／秒であるが、これに制限されるものではない。鋳造及び熱間圧延は、前記連続鋳造
圧延のように連続して行ってもよいし、あるいは、ビレット鋳造及び熱間押出法などによ
り別工程で行ってもよい。
【００３２】
［４］第１伸線加工
　次いで、必要により表面の皮むきを実施して、好ましくは直径７．５～１２．５ｍｍφ
の適宜の太さの棒材、例えば、約９．５ｍｍφとした後に、伸線加工する。加工度は、１
以上６以下が好ましい。ここで加工度ηは、伸線加工前の線材断面積をＡ０、伸線加工後
の線材断面積をＡ１とすると、η＝ｌｎ（Ａ０／Ａ１）で表される。このときの加工度が
小さすぎると、次工程の熱処理時、再結晶粒が粗大化し引張強度及び伸びが著しく低下し
、断線の原因にもなることがある。大きすぎると、伸線加工が困難となり、伸線加工中に
断線するなど品質の面で問題を生ずることがある。表面の皮むきは、行うことによって表
面の清浄化がなされるが、行わなくてもよい。
【００３３】
［５］第１熱処理（中間焼鈍）
　冷間伸線した加工材に第１熱処理を施す。第１熱処理は主に伸線加工で硬くなった線材
の柔軟性を取り戻すために行う。中間焼鈍温度が高すぎても低すぎても、後の伸線加工で
断線を起こし、線材が得られなくなる。中間焼鈍温度は好ましくは３００～４５０℃、よ
り好ましくは３５０～４５０℃である。中間焼鈍の時間は、１０分以上とする。１０分未
満であると、再結晶粒形成及び成長に必要な時間が足りず、線材の柔軟性を取り戻すこと
ができないためである。好ましくは１～６時間である。また、中間焼鈍時の熱処理温度か
ら１００℃までの平均冷却速度は特に規定しないが、０．１～１０℃／分が望ましい。
【００３４】
［６］第２伸線加工
　さらに伸線加工を施す。この際の加工度は１．６～６．０とする。加工度は再結晶粒形
成及び成長に多大に影響を及ぼす。加工度が小さすぎると、次工程の熱処理時、再結晶粒
が粗大化し引張強度及び伸びが著しく低下し、断線の原因にもなることがある。大きすぎ
ると、伸線加工が困難となり、伸線加工中に断線するなど品質の面で問題を生ずることが
ある。更に結晶粒径を微細にし、かつ、断線などのトラブルを避けるためには、第２伸線
加工の加工度は特に３～６．０が好ましい。
【００３５】
［７］第２熱処理
　冷間伸線した加工材に第２熱処理を行う。第２熱処理は、連続通電熱処理、連続走間熱
処理のいずれでも行うことができる。また、この熱処理は溶体化熱処理であることが好ま
しい。溶体化熱処理とはアルミニウム合金中に前段階で晶出又は析出された化合物を、ア
ルミニウム合金中に溶かし材料内の組成濃度分布を均一化する熱処理である。
【００３６】
　従来の溶体化熱処理は、バッチ式熱処理で溶体化するため、結晶粒径が粗大であった。
溶体化熱処理の温度を低めに設定すれば、ある程度の微細化は達成できたが、それでも所
望の結晶粒径を得ることが困難であった。また、温度が低すぎた場合には、溶体化が不完
全となり、後の時効熱処理における時効析出による強化が不足していた。本発明では、好
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ましくは溶体化熱処理を高温短時間で制御することにより、結晶粒微細化及び溶体化を達
成することができ、析出強化が可能なアルミニウム合金線を得ることができる。
【００３７】
　連続通電熱処理は、２つの電極輪を連続的に通過する線材に電流を流すことによって自
身から発生するジュール熱により焼鈍するものである。急熱、急冷の工程を含み、線材温
度と焼鈍時間で制御し線材を焼鈍することができる。冷却は、急熱後、水中、大気中又は
窒素ガス雰囲気中に線材を連続的に通過させることによって行う。通常は時間０．０３秒
～０．７３秒の範囲で適切な温度を設定し焼鈍する。好ましくは溶体化するため、連続通
電熱処理においては線材温度をｙ（℃）、焼鈍時間をｘ（秒）とすると、以下の関係を満
たすように熱処理を行うことができる。
　　０．０３≦ｘ≦０．７３、かつ
　　２２ｘ－０．４＋５００≦ｙ≦１８ｘ－０．４＋５６０
（左辺と右辺のｘは同値である。）
　ｙ（℃）は通常５２５～６３３（℃）の範囲内である。
　このような式で規定される関係に基づいて、軟化処理（焼鈍）のみを行う通常の連続通
電熱処理に対して、熱処理温度と時間を非常に狭い領域にて制御した連続通電熱処理によ
って溶体化熱処理を施すことが好ましい。
【００３８】
　線材温度又は焼鈍時間の一方又は両方が上記で定義される条件より低い又は短い場合は
、溶体化が不完全になり後工程の時効熱処理時に析出するＭｇ２Ｓｉ針状析出物が少なく
なり、引張強度、耐屈曲疲労特性、導電率の向上幅が小さくなる。ただし、Ｍｇ２Ｓｉ針
状析出物の分散密度が所定の範囲に有れば本発明に適合する。一方、線材温度又は焼鈍時
間の一方又は両方が上記で定義される条件より高い又は長い場合は、結晶粒が粗大化する
と共に、アルミニウム合金線中の化合物相の部分溶融（共晶融解）が起こり、引張強度、
伸びが低下し、導体の取り扱い時に断線が起こりやすくなる。
　なお、線材温度ｙ（℃）は、線材として温度が最も高くなる、冷却工程に通過する直前
の温度を表す。
【００３９】
　連続走間熱処理は、高温に保持した焼鈍炉中を線材を連続的に通過させることによって
焼鈍させるものである。急熱、急冷の工程を含み、焼鈍炉温度と焼鈍時間で制御し線材を
焼鈍することができる。冷却は、急熱後、水中、大気中又は窒素ガス雰囲気中に線材を連
続的に通過させることによって行う。通常は時間１．５秒～５．０秒の範囲で適切な温度
を設定し焼鈍する。好ましくは溶体化するため、連続走間熱処理においては焼鈍炉温度を
ｚ（℃）、焼鈍時間をｘ（秒）とすると、以下の関係を満たすように熱処理を行うことが
できる。
　　１．５≦ｘ≦５、かつ
　　－８．５ｘ＋６１２≦ｚ≦－８．５ｘ＋６６７
（左辺と右辺のｘは同値である。）
　ｚ（℃）は通常５７０～６５４（℃）の範囲内である。
　このような式で規定される関係に基づいて、軟化処理のみを行う通常の連続走間熱処理
に対して、熱処理温度と時間を非常に狭い領域にて制御した連続走間熱処理によって溶体
化熱処理を施すことが好ましい。
【００４０】
　焼鈍炉温度又は焼鈍時間の一方又は両方が上記で定義される条件より低い又は短い場合
は、溶体化が不完全になり後工程の時効熱処理時に析出するＭｇ２Ｓｉ針状析出物が少な
くなり、引張強度、耐屈曲疲労特性、導電率の向上幅が小さくなる。ただし、Ｍｇ２Ｓｉ
針状析出物の分散密度が所定の範囲に有れば本発明に適合する。一方、焼鈍炉温度又は焼
鈍時間の一方又は両方が上記で定義される条件より高い又は長い場合は、結晶粒が粗大化
すると共に、アルミニウム合金線中の化合物相の部分溶融（共晶融解）が起こり、引張強
度、伸びが低下し、導体の取り扱い時に断線が起こりやすくなる。
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【００４１】
　また、溶体化熱処理は上記２つの方法の他に、磁場中を線材が連続的に通過して焼鈍さ
せる連続誘導加熱方式でもよい。この場合でも、急熱、急冷の工程を含み、線材温度と焼
鈍時間で制御し線材を焼鈍することができる。冷却は、急熱後、水中、大気中又は窒素ガ
ス雰囲気中に線材を連続的に通過させることによって行う。
【００４２】
　第２熱処理の昇温速度は、好ましくは２０℃／ｓ以上とする。２０℃／ｓ未満であると
、昇温途中にＭｇ２Ｓｉ化合物が析出し温度が高いほど粗大化するため、所定の第２熱処
理温度、時間では溶体化が不完全になり、後工程の時効熱処理時に析出するＭｇ２Ｓｉ針
状析出物が少なくなり、引張強度、耐屈曲疲労特性、導電率の向上幅が小さくなるためで
ある。よって、昇温速度は速ければ速い方が良い。好ましくは５０℃／ｓ以上であり、よ
り好ましくは１００℃／ｓ以上である。連続通電熱処理、連続走間熱処理、連続誘導加熱
方式ならば上記昇温速度での作製が可能である。
【００４３】
　第２熱処理の冷却速度は、好ましくは２０℃／ｓ以上とする。２０℃／ｓ未満であると
、冷却途中にＭｇ２Ｓｉ化合物が析出するため溶体化が不完全になり、後工程の時効熱処
理時に析出するＭｇ２Ｓｉ針状析出物が少なくなり、引張強度、耐屈曲疲労特性、導電率
の向上幅が小さくなるためである。よって、冷却速度は速ければ速い方が良い。好ましく
は１００℃／ｓ以上であり、より好ましくは２５０℃／ｓである。連続通電熱処理、連続
走間熱処理、連続誘導加熱方式ならば上記冷却速度での作製が可能である。
【００４４】
［８］時効熱処理
　次いで、時効熱処理を施す。時効熱処理は、Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物を析出させるために
行う。その温度は好ましくは１４０～２２０℃である。１４０℃未満であると、Ｍｇ２Ｓ
ｉ針状析出物を十分に析出させることができず耐屈曲疲労特性、導電率が不足する。２２
０℃超であると、Ｍｇ２Ｓｉ析出物が大きくなり、導電率は上昇するが、耐屈曲疲労特性
が不足する。本発明では、例えば球状や板状などの他の形状のＭｇ２Ｓｉが併存していて
も、少なくともＭｇ２Ｓｉ針状析出物が上記の密度で析出して母材中に分散していればよ
い。時効熱処理温度は、耐屈曲疲労特性を重視すれば好ましくは１４０～２００℃であり
、導電率を重視すれば好ましくは１７５～２２０℃である。なお、時効熱処理時間は温度
によって好ましい時間が変化するため特に限定しないが、生産性を考慮すると短時間が良
く、１５時間以下が好ましい。更に好ましくは、１０時間以下である。
【００４５】
　時効熱処理の昇温速度は１℃／ｓ以上とする。
　なお、時効熱処理後の冷却速度は特性のバラつきを防止するために、可能な限り速い方
が好ましい。好ましくは１℃／ｓ以上である。しかし、製造工程上、あまり速く冷却でき
ない場合は、冷却中にＭｇ２Ｓｉ針状析出物の増加や減少が起こることも考慮に入れて時
効条件を設定する必要がある。
【００４６】
　本発明のアルミニウム合金線（導体）の線径は、特に制限はなく用途に応じて適宜定め
ることができるが、細物線の場合は０．１０～０．５５ｍｍφ、中細物線の場合は０．８
～１．５ｍｍφが好ましい。本発明のアルミニウム合金線は線材として、単線で細くして
使用できることが利点の一つであるが、複数本束ねて使用することもでき、複数本に束ね
て撚り合わせた後で、前記［７］第２熱処理と［８］時効熱処理の工程を行ってもよい。
【実施例】
【００４７】
　以下に、本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明はそれらに限定され
るものではない。
【００４８】
実施例、比較例
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　Ｆｅ、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｃｕ、Ｔｉ、Ｂ及びＡｌが表１に示す量（質量％）になるように溶
解（［１］溶解）した銅合金の原料を、プロペルチ式の連続鋳造圧延機を用いて、溶湯を
水冷した鋳型で連続的に鋳造（［２］鋳造）しながら圧延（［３］熱間加工）を行い、約
１０ｍｍφの棒材とした。このときの鋳造冷却速度は１～２０℃／秒である。
　次いで、表面の皮むきを実施して、約９．５ｍｍφとし、これを所定の加工度が得られ
るように伸線加工（［４］第１伸線加工）した。次に、この冷間伸線した加工材に温度３
００～４５０℃で０．５～４時間の中間焼鈍（［５］第１熱処理）を施し、さらに、０．
４３ｍｍφ、０．３１ｍｍφ、０．１４ｍｍφのいずれかの線径まで伸線加工（［６］第
２伸線加工）を行った。
【００４９】
　次いで表１に示す条件で熱処理（［７］第２熱処理）を行った。この第２熱処理を連続
通電熱処理で行った場合には、ファイバ型放射温度計（ジャパンセンサ社製）で線材の温
度が最も高くなる水中を通過する直前の線材温度ｙ（℃）を測定した。一方、この第２熱
処理を連続走間熱処理で行った場合には、焼鈍炉温度ｚ（℃）を測定し、下記表に記載し
た。また、従来法に従って、この第２熱処理をバッチ式加熱処理で行った場合には、焼鈍
炉温度（℃）を測定し、下記表に記載した。
【００５０】
　最後に時効熱処理（［８］時効熱処理）を温度１４０～２２０℃、時間１～１５時間の
条件で施した。時効熱処理後は、炉から試料を取り出し空冷した。
【００５１】
　作製した各々の実施例及び比較例の線材について以下に記す方法により各特性を測定し
た。その結果を表１に示す。
【００５２】
（ａ）Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度
　実施例及び比較例の線材をＦＩＢ法にて薄膜にし、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて
電子線をアルミニウム母相に対して＜００１＞方向に入射し、任意の範囲を観察した。Ｍ
ｇ２Ｓｉ針状析出物は、撮影された写真から上記で規定する、長さ４０ｎｍ以上の針状析
出物をカウントした。このようにすることで球状に析出するＡｌ－Ｆｅ系の析出物を除外
した。また、撮影された写真に垂直に析出している針状析出物もカウント対象外とした。
析出物が測定範囲外にまたがるとき、長さ４０ｎｍ以上が測定範囲内に含まれていれば、
析出物数にカウントした。Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度は４０個以上をカウントでき
る範囲を設定して、Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度（個／μｍ２）＝Ｍｇ２Ｓｉ針状析
出物の個数（個）／カウント対象範囲（μｍ２）の式を用いて算出した。カウント対象範
囲は場合によっては複数枚の写真を用いた。４０個以上カウントできないほど析出物が少
ない場合は、１μｍ２を指定してその範囲の分散密度を算出した。
　Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度は、上記薄膜の試料厚さを、０．１５μｍを基準厚さ
として算出している。試料厚さが基準厚さと異なる場合、試料厚さを基準厚さに換算して
、つまり、（基準厚さ／試料厚さ）を撮影された写真を基に算出した分散密度にかけるこ
とによって、分散密度を算出できる。本実施例及び比較例では、ＦＩＢ法によりすべての
試料において試料厚さを約０．１５μｍに設定し作製した。
（ｂ）結晶粒径（ＧＳ）
　伸線方向に垂直に切り出した供試材の横断面を樹脂で埋め、機械研磨後、電解研磨を行
った。電解研磨条件は、研磨液が過塩素酸２０％のエタノール溶液、液温は０～５℃、電
圧は１０Ｖ、電流は１０ｍＡ、時間は３０～６０秒である。次いで、結晶粒コントラスト
を得るため、２％ホウフッ化水素酸を用いて、電圧２０Ｖ、電流２０ｍＡ、時間２～３分
の条件でアノーダイジング仕上げを行った。この組織を２００～４００倍の光学顕微鏡で
撮影し、交差法による粒径測定を行った。具体的には、撮影された写真に任意に直線を引
いて、その直線の長さと粒界が交わる数を測定して平均粒径を求めた。なお、粒径は５０
～１００個が数えられるように直線の長さと本数を変えて評価した。
（ｃ）引張強度（ＴＳ）及び柔軟性（引張破断伸び、Ｅｌ）
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　ＪＩＳ　Ｚ　２２４１に準じて各３本ずつ試験し、その平均値を求めた。引張強度は電
線と端子の接続部における圧着部の引張強度を保つため、また、車体への取付け作業時に
不意に負荷される荷重に耐えられるためにも１００ＭＰａ以上が好ましい。
（ｄ）導電率（ＥＣ）
　長さ３００ｍｍの試験片を２０℃（±０．５℃）に保持した恒温漕中で、四端子法を用
いて比抵抗を各３本ずつ測定し、その平均導電率を算出した。端子間距離は２００ｍｍと
した。導電率は特に限定しないが、４５％ＩＡＣＳ以上が好ましく、更に好ましくは５０
％以上である。また、引張強度よりも導電率を重視する電線では５５ＩＡＣＳ％以上が好
ましい。
（ｅ）繰返破断回数
　耐屈曲疲労特性の基準として、常温におけるひずみ振幅は±０．１７％とした。耐屈曲
疲労特性はひずみ振幅によって変化する。ひずみ振幅が大きい場合疲労寿命は短くなり、
ひずみ振幅が小さい場合疲労寿命は長くなる。ひずみ振幅は図１記載の線材１の線径と曲
げ冶具２、３の曲率半径により決定することができるため、線材１の線径と曲げ冶具２、
３の曲率半径は任意に設定して屈曲疲労試験を実施することが可能である。
　藤井精機株式会社（現株式会社フジイ）製の両振屈曲疲労試験機を用い、０．１７％の
曲げ歪みが与えられる治具を使用して、繰り返し曲げを実施することにより、繰返破断回
数を測定した。繰返破断回数は各４本ずつ測定し、その平均値を求めた。図１の説明図に
示すように、線材１を、曲げ治具２及び３の間を１ｍｍ空けて挿入し、冶具２及び３に沿
わせるような形で繰り返し運動をさせた。線材の一端は繰り返し曲げが実施できるよう押
さえ冶具５に固定し、もう一端には約１０ｇの重り４をぶら下げた。試験中は押さえ冶具
５が動くため、それに固定されている線材１も動き、繰り返し曲げが実施できる。繰り返
しは１秒間に１００回の条件で行い、線材の試験片１が破断すると、重り４が落下し、カ
ウントを停止する仕組みになっている。繰返破断回数は、２０万回以上を合格とした。好
ましくは４０万回以上であり、更に好ましくは８０万回以上である。
【００５３】
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【表１－１】

【００５４】
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【表１－２】

【００５５】
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【表１－３】

【００５６】
　上記表１の結果より、次のことが明らかである。
　実施例の実験Ｎｏ．１～２１のアルミニウム合金線は、Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密
度が１０～２００個／μｍ２の範囲にあり、かつ、結晶粒径が１～３０μｍであった。そ
してこれらの本発明の実施例のアルミニウム合金線は、極めて大きな繰返破断回数を示し
耐屈曲疲労特性の優れるとともに、引張強度、伸び、導電率も良好なものであった。
　これに対し、各比較例では、合金組成、結晶粒径、Ｍｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度、
または製造条件のいずれかが本発明で規定する条件の範囲外であり、少なくとも１つの結
果に劣った。以下、詳述する。
　比較例の実験Ｎｏ．１は、Ｍｇが本発明で規定する合金組成の範囲外にあり、比較例の
実験Ｎｏ．２は、Ｓｉが本発明で規定する合金組成の範囲外にあり、それぞれこの条件で
はＭｇ２Ｓｉ針状析出物が十分に得られず、粗大結晶粒が形成し、引張強度が低く、繰返
破断回数が少なかった。比較例の実験Ｎｏ．３は、第２伸線加工度が低すぎてその後の第
２熱処理で粗大結晶粒が形成し、繰返破断回数が少なかった。比較例の実験Ｎｏ．４は、
第２伸線加工度が高すぎて伸線中に断線した。比較例の実験Ｎｏ．５は、連続通電熱処理
の温度が高すぎて粗大結晶粒が形成し、引張強度が低く、繰返破断回数が少なかった。比
較例の実験Ｎｏ．６、７は、時効硬化処理温度が低すぎるか、もしくは高すぎて、Ｍｇ２

Ｓｉ針状析出物が十分な個数生成せず、繰返破断回数が少なかった。比較例の実験Ｎｏ．
８は、連続走間熱処理の温度が高すぎて粗大結晶粒が形成し、引張強度が低く、繰返破断
回数が少なかった。
　比較例の実験Ｎｏ．９は、特許５１５５４６４号の試験例１の試料Ｎｏ．１４を模した
比較例であるが、溶体化熱処理（第２熱処理［７］工程）は該公報の記載に倣ってバッチ
式加熱で行ったため、本発明で規定する熱処理ではない。この比較例の実験Ｎｏ．９は、
この条件では、粗大結晶粒が形成し、繰返破断回数が少なかった。
　比較例の実験Ｎｏ．１０は、特許５１５５４６４号の試験例２の試料Ｎｏ．２－２を模
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した比較例であるが、溶体化熱処理（第２熱処理［７］工程）での熱処理時間が長すぎ、
また、該公報には冷却底度が記載されていないために本発明の規定範囲外である従来通常
用いられていた遅すぎる条件とした。この比較例の実験Ｎｏ．１０は、この条件では、粗
大結晶粒が形成し、繰返破断回数が少なかった。
　比較例の実験Ｎｏ．１１は、特許５１２８１０９号の実施例１を模した比較例であるが
、該公報には溶体化熱処理（第２熱処理［７］工程）に相当する熱処理条件の詳細が記載
されていないために、高周波連続軟化機について従来通常用いられていた条件とした。こ
の比較例の実験Ｎｏ．１１は、Ｃｕを含有しない点で本発明で規定する合金組成の範囲外
にあり、この条件では、粗大結晶粒が形成し、繰返破断回数が少なかった。
【００５７】
　本発明をその実施態様とともに説明したが、我々は特に指定しない限り我々の発明を説
明のどの細部においても限定しようとするものではなく、添付の請求の範囲に示した発明
の精神と範囲に反することなく幅広く解釈されるべきであると考える。
【００５８】
　本願は、２０１２年３月２９日に日本国で特許出願された特願２０１２－０７５５７９
に基づく優先権を主張するものであり、これはここに参照してその内容を本明細書の記載
の一部として取り込む。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　試験片（線材）
　２、３　曲げ治具
　４　　重り
　５　　押さえ冶具
【要約】
【課題】十分な導電率と引張強度を有し、耐屈曲疲労特性に優れたアルミニウム合金線を
提供する。
【解決手段】Ｆｅを０．０１～１．２質量％、Ｍｇを０．１～１．０質量％、及びＳｉを
０．１～１．０質量％含有し、残部がＡｌと不可避的不純物からなる合金組成を有するア
ルミニウム合金線であって、結晶粒径が１～３０μｍであり、かつ該アルミニウム合金中
のＭｇ２Ｓｉ針状析出物の分散密度が１０～２００個／μｍ２であるアルミニウム合金線
、およびその製造方法。
【選択図】なし



(16) JP 5367926 B1 2013.12.11

【図１】



(17) JP 5367926 B1 2013.12.11

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)           Ｈ０１Ｂ  13/00    ５０１Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｂ  13/00    ５０１Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６０２　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６０４　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６２５　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ｇ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６６１Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８１　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８３　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８４Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８５　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８６Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９４Ａ          　　　　　

(56)参考文献  国際公開第２０１１／０５２６４４（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１２／００８５８８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１３－４４０３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２２９４８５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２２Ｃ　　２１／００　－　２１／１８
              Ｃ２２Ｆ　　　１／００　　　　
              Ｃ２２Ｆ　　　１／０４　　　　
              Ｈ０１Ｂ　　　１／０２　　　　
              Ｈ０１Ｂ　　　５／０２　　　　
              Ｈ０１Ｂ　　１３／００　　　　
              　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

